COPDのステ−ジ分類（4段階）と治療薬

薬物療法
気管支を太くする気管支拡張薬 を使用します。

薬物療法

●抗コリン薬：副交感神経 に作 用し、気管支の 収縮を抑 制。
副作用：前立腺肥大症では尿閉 、緑内障の悪 化など

●β2 刺激薬：交感神経 に作 用し、気管支を拡 張。
副作用：血 清カリウム値を下 げるため、不整脈や 動悸など

●テオフィリン製剤（内服）
副作用：胃部不快感、動悸 、頻脈 など

日本呼吸器学会

また炎症を抑えるステロイド薬（吸入）を併用します。
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COPDの病態分類

COPDガイドライン
1999年
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改訂GOLDによるステ−ジ分類（5段階）
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出典：書籍2

気管支拡張薬の一般名と商品名

ガイドライン第2版
2004年

Global Initiative for Chronic
Obstructive
Lung

吸入薬

Disease
出典：書籍2
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公健協会：すこやかライフ22号から
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出典：書籍10
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1

抗コリン薬

臭化イプラトロピウム

臭化オキシトロピウム

（アトロベント：帝人）

（テルシガン：日本BI）

抗コリン薬
公健協会：
すこやかライフ18号から

出典：書籍5
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抗コリン薬
出典：書籍5
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塩酸プロカテロ−ル

β2刺激薬

硫酸サルブタモ −ル

（メプチン：大塚製薬）

（サルタノ− ル：GSK 、ベネトリン：三共）

β2刺激薬
公健協会：
すこやかライフ18号から

出典：書籍5
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β2刺激薬
出典：書籍5
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2

ドライパウダー
吸入薬です︒

キシナホ酸サルメテロ−ル
（セレベント：GSK）
セレベントロタディスク
この薬の 名前
は

この薬の 働き
は

吸入補助具（スペ−サ−）を
用いた吸入方法

定量式噴霧吸入器
（Metered Dose Inhaler）の吸入方法

剤型:吸入用散剤(4つのブリスター がある 円形ホイルパック )
ディスクの色:金色シート
裏面の記載:セレベント25μg吸入専用
剤型:吸入用散剤(4つのブリスター がある 円形ホイルパック )
ディスクの色:緑色シート
裏面の記載:セレベント50μg吸入専用

出典：書籍4

・この薬は毎日規則正 しく使用することにより、ぜんそく喘息・慢性へいそ
く閉塞性肺疾患 (慢性気管支炎、はいきしゅ 肺気腫)の症状(息苦しさ、咳など)
を予防し、症状を軽減します 。
・この薬は喘息の発作(呼吸困難、激しい咳など )を速やかにしずめる 薬では
ありませんので、発作止めとしては使わないで下さい。

主治医に伝え忘
れたことはあり
ませんか

次のような人は使う前に主治医に相談して下さい。
・以前に薬を飲んで発しんなどが出たことのある人(以前にこの薬を吸入した
時に発しんなどが出たことのある人はこの薬を使用しないで下さい)。
・甲状腺機能 に異常がある人
・血圧が高い人
・心臓に持病がある人
・糖尿病の人ほかに薬を使っている場合(薬局で買った薬も)
その薬について主治医 に伝えて下さい。妊娠または授乳中の場合主治医にそ
のことを必ず伝えて下さい。

この薬の 使い
方は

使い方
・必ず主治医等の指示に従い、専用吸入器(ディスクヘラー)を使用して下さい。
・使用説明書 に書かれている 「薬の装着方法 、吸入方法」をよく読んでご使
用下さい。
飲み忘れた場合
・指示された 時間に吸入するのを忘れたら、気がついた時点で1回分を吸入し
て下さい。ただし、次に使用する時間が近い場合は次の1回分を抜いて下さい。
2回分を1度に吸入してはいけません。
あやまって多く使用した場合
・すぐに主治医または 薬剤師 に相談して下さい。
高齢者の場合
・特に主治医 の指示を守って使用して下さい。
その他
・主治医の指示なしに 、自分の判断で使うのをやめないで下さい。

生活上の 注意
は

この薬は喘息の発作(呼吸困難、激しい咳など)を速やかにしずめる薬ではあ
りませんので 、発作止 めとしては使わないで 下さい。万一発作 が起きた場合
は、別に処方された発作止めの薬を使用するか、できるだけ早く近くの医療
機関を受診して下さい。

長時間作動型β 2刺激薬
（LABA）
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吸入剤 は気管支 の中で
効果 を発現 します。
口腔内に 残った 薬剤 は
口内炎 やただれを生 じ
ますので、必ず う が い
を行い 、残 った薬 剤を洗
い流しましょう！

吸入後は 十分 にうがいをします。

出典：書籍4

ゆっくり吸 入 することで肺 への沈
着率が高 まり、口腔内への 沈着
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を減少させます。
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ブデソニド（パルミコート：アストラゼネカ）

吸入ステロイド薬
プロピオン酸ベクロメタゾン
吸入剤は気管支の中で
効果を発現します。
口腔内に残った薬剤は
口内炎やただれを生じ
ますので、必ずうがいを
行い、残った薬剤を洗い
流しましょう！

（ベコタイド：GSK、アルデシン：シェ−リングプラウ）

うがいは10秒
【がらがら5秒、
くちゅくちゅ5
秒】を2回繰り

この薬の
名前は

商品名：パルミコート100 タービュヘイラー
英 名：Pulmicort 100 Turbuhaler
一般名：Budesonide

この薬の
働きは

・気道の炎症を抑えることにより喘息発作を起こりにくくします。毎日規則正しく使用
することによって効果があらわれます。

この薬の
使い方は

使い方
1 . 必ず主治医の指導に従って正 しく使用してください 。吸入器 の使用方法｢パルミコートタービュヘイラー を
使用される患者さんへ｣をよく読んでご使用ください。
2 . 主治医が指示した吸入回数に従 って吸入してください 。尚 、回転グリップの操作で薬は1 吸入分ずつセッ
トされます。1 回に2 吸入する場合は回して吸入する操作を2 回繰り返してください 。
3 . 吸入後、速やかにうがい又は口をすすいでください 。
4 . 喘息の症状が改善し て も
、主治医の指示なしに 、自分の判断で吸入回数を減 らしたり、中止したりしな
いでください 。
5 . 薬剤の量が残り約2 0 回分になると吸入器の小窓の上に赤い印があらわれ、一番下までくると薬剤が空
になったことを 示します。
保管方法
・ 使用後はキャップ( カバー)を閉めて保管してください 。
・ この薬は室温で湿気の少ないところに保管してください 。また、子どもの 手 の届かないところに保管 してく
ださい 。
・ 吸入口が汚れた場合は、乾燥 したやわらかい布等でふいてください 。吸 入 器 を水洗いしないでください 。
（吸入器内部を濡らさないでください 。）
使用を忘れた場合
・ 気がついたときにできるだけ早く１回分を吸入してください 。ただし、次に吸入する時間が近い場合は、１
回分をとばし、次の通常の 使用時間に１回分を吸入してください 。絶対に２回分を一度に吸入してはいけま
せん。
症状に変化を感じたら主治医に相談 してください 。

生活上の
注意は

・ この薬は 発作が起こったときに発作をしずめる薬ではありません。主治医から指示された吸入回数を
守ってください 。
・ 他の医療機関を受診する場合や薬局で薬を買う場合は、この薬を吸入 していることを 伝えてください 。

この薬を
使用した
あと気を
つけてい
ただくこ
とは
(副作用)

薬は人によって 目的の効果以外に、望ましくない作用が出る場合 もあります。
1 .次のような 症状に気づいたら、使用をやめて、すぐに 主治医に相談 してください 。
2 .皮膚のかゆみ・かぶれ・刺激感・皮膚が赤くなる(接触皮膚炎、発疹、蕁麻疹)、顔やくちびる、舌、のどが
はれる(血管浮腫)
3 .息が苦しい・息をするとヒューヒュー と音 がする(気管支痙攣)
4 .次のような 症状に気づいたら、なるべく早めに主治医に相談してください 。
・のどの痛み・のどがピリピリする感じ(咽喉頭症状) 、咳が出る(咳嗽) 、口の中に白い コケのようなものが
ついている(口腔内カンジダ症) 、しわがれ声(嗄声)、かぜをひく(感染)
・吐き気がする(悪心)
・光や音が普段以上に気になる。イライラする。(神経過敏)、感情が不 安 定な状態(情緒不安)、気分が 落ち
込む(抑うつ)、不自然な行動をとる (行動障害)、眠れない(不眠)
・皮下出血（あざ）ができる 。(挫傷)
他にも何か変だなと感じ た ら
、主治医または薬剤師に相談 してください 。
2003 年5 月作成

アルデシン
ベコタイド

返します。
公健協会：
すこやかライフ18号から
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出典：書籍5
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剤 形： ドライパウダー式 吸 入 剤
色 ： 白色〜微黄白色
本体：白色、回転グリップ部：茶色

うがいは10秒
【がらがら5秒、
くちゅくちゅ5秒】
を2回繰り返し
ます。

ドライパウダ−
104
吸入薬です。

3

プロピオン酸フルチカゾン（フルタイド：GSK）

複数の吸入薬を併 用 する場合 の順番 は？

フルタイド100ディスカス

この薬の 名前は

2種類以上の吸入薬を同 時に使用 する場 合は、

剤形: 吸入用散剤

ラベルの色:オレンジ 色
シート裏面等の記載: フルタイド
100 ディスカス

この薬の 働きは

・このくすりは 気道の炎症を抑えることにより、
喘息発作の程度、
頻度を軽減します。
・このくすりはすでに起きてしまった発作を速やかにしずめるくすりではありません。
・症状がないときでも
毎日規則正 しく使用することにより
効果があらわれるくすりです
。

主治医に伝え忘
れたことはありま
せんか

次のような 人は使う前に主治医に相談してください 。
・以前に薬を飲んで発しんなどが出たことのある人(以前にこの 薬を吸入した時に発し
んなど が出たことのある 人はこの薬を使用しないで下さい。)
・肺結核、肺炎などの 呼吸器感染症の人
・高血圧の人
ほかに薬を使っている場合(薬局で買った薬も)
・その薬について主治医に伝えて下さ
い。
妊娠または授乳中 の場合
・主治医にそのことを 伝えて下さい。

この薬の 使い方
は

使い方
・必ず主治医の指導に従って使用し
て下さ
い。
・使用説明書に書かれている「ディスカスの吸入法」をよく
読んでご使用下さい。
使い忘れた場合
・指示された時間に吸入するのを忘れたら、
気がついた時点で1 回分を使用して下さ
い。
ただし、次に使用する時間が近い場合は次の1 回分を抜いて下さい。
2 回分を一度に
使用してはいけません。
あやまって 使った場合
・すぐに 主治医または薬剤師に相談し
て下さい。
高齢者の場合
・特に主治医の指示を守って使用して下さい。
その他
・主治医の指示無 しに、自分の判断で使うのをやめないで下さい。

ます。

生活上の注 意は

この薬は喘息の発作(呼吸困難、激しい咳、など)を速やかにしずめる 薬ではありませ
んので、
発作止めとしては使わないで下さ
い。万一発作が起きた場合は、特に処方さ
れた発作止 めの薬を使用するか、
できるだけ早く近く
の医療機関 を受診して下さい。

この薬 を使ったあ
と気をつけていた
だくこと（副作用）

吸入後：
本剤吸入後にうがいを実施してください。うがいができない場合には、口腔内
をすすいでください 。
薬は人によって、
目的の効果以外に、望ましくない作用が出る場合もあります。
・次のような症状に気づいたら、使用をやめて、すぐに 主治医に相談してください 。
呼吸がくるしくなる
、全身が赤くなる、
血管が浮く、発しんがでる
・次のような症状に気づいたら、なるべく早めに主治医 に相談してください。
のどの不快感、
むせ、のどの痛み、のどの刺激感、のどの違和感、
口の中が白っぽく
なる、
声がれ、
咳、口の中の乾燥感、吐き気、腹痛、
鼻水、鼻づまり、
くしゃみ、胸の痛
み、むくみ
・他にも何か変だなと感じたら
、主治医または 薬剤師 に相談してください。

ドライパウダー
吸入薬です︒

うがいは10秒
【がらがら5秒、
くちゅくちゅ5秒】
を2回繰り返し
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うがいは10秒

新しいタイプの薬です。
（長時間作用型 抗コリン剤）

① まず気管支拡張作用をもつβ刺激薬、 【がらがら5秒、
くちゅくちゅ5秒】
② 次に抗コリン薬、
を2回繰り返し
③ 最後にステロイド薬または抗アレルギー薬 ます。

の順で吸 入 するとよいでしょう。
はじめにβ刺激薬で気管支を十 分 に広 げておけば、
後から吸入 する薬 剤が気 道の奥 まで到 達しやすくなるわけです。
5〜10分 くらい間 隔をあけて、次 の吸入をするようにしてください。

β2刺激薬

抗コリン薬

ステロイド薬
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スピリーバ®について

スピリーバ®は長時間作用型気管支拡張剤で、COPD患 者の肺機能 を、有意 かつ持続的に改 善しま
す。スピリーバ®はCOPDに基づく諸症状 を緩和すると同 時に、患者の QOL（生活の質）を大幅に向上
させます。スピリーバ®は選択的M3受容体拮抗薬としてアセチルコリンの 受容体への 結合を長時間阻
害することで気管支収縮を抑制します。24時 間にわたり持 続 的に気管支 をさせることから、用 法は1
日 1回の吸入（朝が効果的です）という簡便なものとなっています 。
スピリーバ®はGOLD※や日本呼吸器学会によるCOPD治 療ガイドラインなど主 な治療ガイドラインで、
107
COPDに定期的に 使用する治療選択肢として推奨されています。

4

